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エリア２会員数

AD便り
行きつけの和菓子屋さんから薄桃色の桜を一枝いただきました。落ち着かない日常の中ですが、それを眺めながら優しい春を感じていま
す。早いもので2022年も一ヶ月が過ぎました。会員の皆さまにはコロナ禍にも負けずお変わりなくご活躍のことと思います。昨年は地区大
会もエリアミーティングもオンライン開催で行うことができました。皆様のご理解とご協力に改めて感謝いたします。今年も開催に向けて動
き始めていますのでどうぞよろしくお願いいたします。さて、昨年12月は4つのクラブを訪問させていただき、お陰様で全てのクラブを訪問
することができました。ここにご紹介いたします。

＜東京I ZC. 12月12日 京王プラザホテルにて＞

久々の京王プラザホテル。上品なクリスマスの飾り付けが私の気持ちを頃合いよく引き締めてくれました。
例会当日はちょうどクリスマスパーティー開催日。お忙しい中、短時間の例会をテキパキと進行される向
井会長、会場準備に余念のない的場実行委員長、さすがでした。議題では11月に行われたバザーの報
告もなされました。「コロナ禍の開催は収益も人出も例年並みにはいかないが、来てくださる方々の『ここ
に来ればよいものに出会える、本物に出会える宝探しのような場所』との声に応えていきたい。」という会
員皆さんの思いに感心しました。また、例会後のクリスマスパーティーには岡澤ガバナーや浅野副ガバ
ナーを始め多くのゾンシャン、そして一般の方々もたくさん出席され、楽しい優雅なひとときを過ごしました。

＜東京GRACE ZC 12月14日 ホテルオークラにて＞
2021年に新クラブとしてスタートした東京GRACE 。コロナ禍の中の明るい光と
なって輝いています。ようやく対面での例会ができるとのことで、ホテルオークラ
にて出席させていただきました。髙橋会長の明るい爽やかな笑顔が印象的でし
た。発足してからコロナ禍のため会員同士がなかなか会えない状況の中で、今
回のように対面の生き生きとした雰囲気は本当に貴重な時間だったと改めて感
じた次第です。勉強会として、薄羽美江氏による「SDGｓと女性の生き方につい

て」の卓話を拝聴しました。フォアキャスティングとバックキャスティングという言
葉も新鮮でしたが、講師の方からの問いかけに自分の言葉でしっかり応える会
員の方々の姿はとても素敵でした。 認証式は４月２日（ホテルオークラにて）の
予定です。ここに至るまで前AD・SOM代行の矢﨑様を始めとしてSOMクラブ（か
ながわZC）や多くの方々にご指導をいただき、心から感謝申し上げます。認証式
ではたくさんのご参加をお待ちしています。

＜三重ZC 12月19日 都ホテル四日市にて＞
今年のエリアミーティングのホストクラブである三重ZCの例会訪問は、AMの会場となる都ホテル四日市
で行いました。四日市駅より徒歩数分で交通の便のよいところでした。例会で先ず初めに感心したのは
資料の素晴らしさです。きちんとまとめられた冊子とパソコンで提示画面を共有しながら丸山会長の穏
やかな雰囲気で進行されました。検討事項を次々に討議確認し、無駄のないとてもスムーズな流れに
驚きました。そして討議の後のお楽しみ会では、司会者が変わり、絶妙なトークで場を盛り上げ、会員
の方々の役割が適材適所に見受けられ、その素晴らしさに感心しました。三重ZCホストのもとAM開催
に向けて準備を進めて参りますのでご協力の程よろしくお願いいたします。

第13回エリア２エリアミーティング
期日：5月29日（日）9：30～
場所：都ホテル四日市（期日と場所は状況によって変わることがあります。）

＜横須賀ZC 12月21日 横須賀総合福祉会館にて＞

横須賀駅に着いて、海沿いの道を歩くこと１０分あまりで会場に到着しました。例会場は市の施設である総
合福祉会館。部屋に入ると手作りのwelcome boardで出迎えてくださいました。臼田会長と次期AD地主様
の嬉しい計らいです。一気に心が和みました。例会では地域交流会の朝市出店やフードドライブ等の食料
支援等についての細かな報告がなされ、地域に密着した支援活動を推進している様子がよくわかりました。
例会後に港の見えるレストランでランチをご一緒しながら、横須賀基地の昔と今のようすをお聴きして、楽し
いひとときを過ごしました。

お陰さまで、これで全クラブの例会訪問を終えることができました。コロナ禍の状況によって遠隔や対面など訪問の仕方は異なりま
したが、各クラブの様子を垣間見ることができ、大変参考になりました。残すところあと５ヶ月余りですが、５月にはエリアミーティン
グ、６月には地区大会PART２、世界大会と大きな行事が控えています。どうぞ今後ともご支援ご協力の程よろしくお願いいたします。
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東京II

ローズデーにむけて各クラブの企画・予定を伺いました。

ローズデイイベントとして2/27にチャリティービンゴパーティーの開催を
予定していましたが、感染状況を鑑み延期の決定をしました。既に申
込みいただいたみなさまにはお詫びかたがた詳細を改めてお知らせ
いたします。

横浜
3/9：ホテルニューグランド、レインボーボールルームにて、女性の力で
世界を元気にというタイトルで、世界で活躍するマリンバ奏者の古徳
景子さんをお招きしてのディナーコンサートを行う予定だったが、コロ
ナ蔓延防止措置が発表になり中止。

東京GRACE

毎年、他クラブの活動を参考にさせていただいておりますが、三重ゾ
ンタ所属のゾンシャンの一部が医療機関や、医療機関との関連が深い
医療系大学に所属しており、現在のオミクロン株感染拡大が三重ゾン
タの活動に直接影響している状況です。また、今年はエリアミーティン
グの準備も重なっておりますので、現時点では三重ゾンタクラブとして
のローズデーの具体的な活動は保留としております。

5/22に設定、オンライン開催。テーマ『小学校における性教育の現状と課
題～子どもを性被害から守るために～』 松本市・安曇野市・塩尻市小学
校性教育担当教諭、松本市学校教育課他および松本ゾンタクラブ会員が
参加。助産師石井美恵子先生の講話やアンケート結果報告、フリートーク
を行います。（エリア2クラブ代表者様にご案内予定。）

ローズデーにおける企画を検討中

群馬

コロナ禍により女性の問題が顕在化した今、女性支援新法制定に尽力して
いる戒能民江氏（お茶の水女子大名誉教授）に、困難な問題を抱えた女性
たちの支援をめざす新たな仕組みの必要についてお話頂き、女性支援に
ついて考えます。

3/15：ローズデー卓話 講師田中洋子会員 テーマ：「円ができて向かう
先」〜現状に本気で取り組む女性問題のアドボカシー〜
仕事外で行っている居住地区の民生委員・児童委員、東京都の特命相談
員、東京商工会議所の社会保障委員・アドボカシーに本気で向き合って
きた10年余りの経験から語る女性問題について。

年間スケジュールに、３月のローズデイとして例会日に卓話を予定ですが
現在未定です。

岐阜県庁、岐阜市・各務原市・大垣市・多治見市に要望書を提出し受
理された結果、3月8日 岐阜県下で初めての国際女性デーライトアッ
プを実施することができる。それに伴い、高山市・郡上市の施設でもラ
イトアップが実施される。また、８日を挟んだ期間中には各市の公共施
設で展示を開催、および街頭・公園等でのＰＲにはGZのメンバーも共
同して実施し、国際女性デーの目的と認知を高める活動に取り組む。

3/8の例会時に新会員候補者数名を招きゾンタについての説明と入会勧
誘の予定。例年開催した卓話会はコロナ感染者急増で中止し、喫緊のク
ラブ問題を優先し新会員勧誘に努める。

現在未定です。

日
程

東京I 2/15,3/15, 4/19 松本 2/17, 3/17, 4/21 東京III 2/4, 3/4 , 4/8
横浜 2/9, 3月なし, 4/13 名古屋SORA 2/16, 3/16, 4/20 群馬 2/1, 3/1, 4/5
東京II 2/10, 3/10, 4/14 かながわ 2/8, 3/8, 4/12 山梨 2/17, 3/17, 4/21
岐阜 2/18, 3/18, 4/15 横須賀 2/22, 3/15, 4/19 三重 2/18, 3/18, 4/15

東京GRACE 2/8, 3/8, 4月なし・認証状伝達式予定

ローズデーに向け県関係のイベントなど確認しましたが、オミクロン株が拡
大傾向にあり、今のところ特にありません。フェイスブックに国際女性デー
の記事を載せることとしました。

山梨

ローズデーの企画として料理講習会を続けております２月２７日に緊急
事態宣言が発出されると。公共施設を使用のため開催できません。こ
ういう不安な状況でイベントを開催して３年目です。でも延期しても中止
にはしない！強さが身についたと思います。人数制限、検温、手指の
消毒、マスク着用、黙食の実施。コロナで困っている農家のために大根
と牛乳の消費拡大をめざすメニューです。

名古屋SORA

3月8日は国連が定めた「国際女性デー」です。女性の権利平等とエンパワーメントを掲げ、1977年に国連で制定されました。記念日としている3月8日は1904年にアメリカで
女性労働者が婦人参政権を求めてデモを起こした日です。ゾンタクラブはこの日をローズデーとし、女性の地位向上、健康で幸せな生き方を追求し世界中で様々な取り組

みを行っています。コロナ禍で活動は縮小されつつも、会員それぞれ工夫を凝らし地道な活動をしています。

児童養護施設「希望の家」に2021年12月21日（火）に訪問致しました。渡辺会長は残念
ながら、体調を崩され訪問出来ませんでした。福井副会長、長谷部奉仕委員、宮田でＪＲ
線、京成電鉄、バスを乗り継ぎ行きました。職員の方へのお土産のお菓子と寄贈品（サ

ニタリーショーツ タオルハンカチ、ヒトデプロジェクトからのクオカードセット）を持って行き
ました。
事務長の小林さんがお出迎えくださり3階の会議室で挨拶をかわしました。国際ゾンタの
事はホームページを見て既にご存知でした。寄贈品その他をお渡ししましたら、とても喜
んでいただけました。その後、大きなクリスマスツリーの前で写真を撮りました。「希望の
家」の建物は3階建てで真ん中の建物は事務所と会議室、両脇には男子と女子の建物
があり、子どもの部屋は個室になっています。帰りには施設長もお見送り下さいました。
以上報告いたします。

東京II奉仕・広報委員より
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クラブ名 活動内容

東京Ⅰ №492/13名
向井優子会長

・12/12 12月例会 飯島エリアディレクタークラブ訪問 ・12/12 忘年クリスマスチャリティパーテイ 於京王プラザホテ
ルアンサンブル68名参加 ・1/18 1月例会 六本木ツムアインホルン

横浜 №594/18名
阪井サヤカ会長

・12/7 神奈川新聞厚生文化事業団を訪問、10万円寄付。 ・12/8 ホテルニューグランドスターライトルームにて、

クリスマスパーティ（会員のみ）を行う。会員のお嬢様である声楽家の安藤友里恵様とそのお友達のピアニスト石井愛
理様によるクラシック音楽を楽しみ、その後各自持ち込んだプレゼント交換を行った。（出席者14名）
・12/10 DVシェルターの「みずら」訪問、10万円寄付 ・12/15 日本赤十字神奈川支社を訪問、10万円寄付 ・1/12 ホテ
ルニューグランド、スターライトルームにて例会。新入会員の入会式、ローズデーについて。東京IZCのバザー、クリス
マスパーティに参加の報告 ・1/21 規約改正委員会を行う。東京Ⅲゾンタクラブの20周年記念企画に参加

東京Ⅱ №1071/21名
渡辺碩子会長

・12/2 Zoom理事会（7名） ・12/9 Zoom忘年例会（15名）・提案「クラブマニュアルによるクラブ委員会の構成につい
て」検討、承認される。・各自がZonta Says Noをアピールその写真とメッセージが国際のウエブサイトに公開される。
・東京ⅠZCチャリテイーバザー（6名） ・Zonta Says Noキャンペーンオンラインサミット（1名）
・東京ⅠZCチャリテイーコンサート（2名）・児童養護施設（希望の家）へサニタリーショーツほか及び２６地区ヒトデプロ
ジェクトの支援品を持参（３名）・会報誌作成中。 ・1/13 Zoom理事会（７名） ・1/20 Zoom例会（16名）
・アメリア・イアハート月にて「私の中のアメリア・イアハート」石山靖子会員卓話及びアメリアのニュース動画視聴
・エンジェル基金で５年間支援をしたアスリート（阿部友里香さん）が北京パラリンピックに３回目の出場の報告に東京
ⅡZCとしてエールを送る。 ・東京ⅢZC第5回オンラインイベント（１名）

岐阜 №1078/12名
西尾英子会長

・12/2 GIA理事会参加 ・12/21 児童養護施設 日本児童育成会 ヒトデプロジェクトグッズ贈呈式 岐阜子ども食堂
ネットワーク ヒトデプロジェクトグッズ贈呈13    ・12/22  岐阜県庁 健康福祉課 子ども・女性局 「3月8日国際女性
デーライトアップの実施のお願い」要望書提出 ・12/24 理事会・例会 ・12/28 多治見市 くらしと人権課「3月8日国
際女性デーライトアップの実施のお願い」要望書提出 ・1/13 各務原市長「3月8日国際女性デーライトアップの実施
のお願い」要望書提出/岐阜市長「３月８日国際女性デーライトアップの実施のお願い」要望書提出臨時理事会
・1/21 理事会・定例会

松本 №1522/42名
山田知里会長

・12/1 地域福祉への支援（市民タイムス思いやりBOX） ・12/2 理事会 ・1/6 理事会
・12/16、1/13 信州岩波講座/まつもと実行委員会（次回5月5日、講師 田中優子氏、江戸文学・文化研究者）
・12/11、1/11 フラワーデモin松本参加 ・12/16 12月移動例会（含松本ゾンタクラブ設立記念の日を祝う会）、お楽し
み会 ・12/18 ヒトデプロジェクト第二弾クリスマスプレゼントなみカフェ(子ども食堂、松本市並柳地区)
・12/19 ヒトデプロジェクト第二弾クリスマスプレゼント NPO法人レインマンファミリー
・1/20 例会（Zoom）、会員卓話笠原芳子会員(広報コミュニケーション委員会)、会報51号発行、2022ハンブルク国際
大会参加登録について ・1/21 東京ⅢZC設立20周年記念企画オンライン参加
・オンラインチャリティバザー松本（12月：松本市奈川の蕎麦と漬物、1月：生はちみつ）
・1/24 アメリアイアハート月間記念行事オンライン参加（ゲストスピーカー宇宙飛行士-山崎直子さん）

名古屋SORA
№1531/15名
榎本和会長

・12/5 役員理事会
・12/15 クリスマス例会 プレゼント交換し、クリスマスディナーを味わう
（写真:ディナーのデザート。東急ホテルのコース料理はとてもおいしかったです。） ・1/19 例会

かながわ
№1598/9名
今村令子会長

・12/14 通常例会・理事会 本牧活動ホームへ寄付金贈呈及び理事長の談話傾聴
・2022/1/11 通常例会・理事会

横須賀 №1665/6名
臼田君代会長

・12/7 ヒトデプロジェクト第２弾到着 ・12/12 東京IZC 忘年クリスマスパーティーチャリティーコンサート（京王プラザホ
テル）三四朗さんのサキソフォンと上村晃さんのピアノ、素敵な久々の生の音楽！ ・12/16 逗子社会福祉協議会フ
－ドドライブ事業食料品の箱詰め作業（福祉会館） ・12/21 月例会（ガバナーズレター、エリア通信、11月28日の久木
朝市会計報告、社協のフードドライブ事業困窮家庭への食糧配布の箱詰め作業報告） 飯島百合ＡＤの横須賀ＺＣク
ラブ訪問（地区大会 PartⅡ、エリアミーティング、国際大会） ・1/18 月例会（国際ゾンタ通信、11月28日久木朝市での
パープルリボン着用女性への暴力撤廃キャンペーンの感想と反省、東京ⅢZCオンライン卓話、ローズデー企画）
・1/21 東京ⅢZCオンライン卓話Burano秋山正明氏「地域から国を動かす!家族まるごと支援の事例から国を動かす
道筋～Buranoの活動から～」 ・1/24 アメリアイアハートデーオンラインセミナー国際ゾンタ名誉会員山﨑洋子氏

東京Ⅲ  №1677/9名
片桐典子会長

・12月理事 ・例会 12/3 卓話について ・東京Ⅰ忘年クリスマスチャリティーパーティーに2名参加12/12
・松本ゾンタチャリティーバザー12月に協力 ・1月理事・例会 規約細則の改訂完了
・設立20周年記念卓話シリーズ第5回卓話「地域から国を動かす！家族まるごと支援の事例から国を動かす道筋～
Buranoの活動から～」1月21日（金）19時～Zoomにて開催

群馬 №1890/6名
片岡仁美会長

・12/12 東京IZC 忘年クリスマスパーティーチャリティーコンサート ・12/14 例会・理事会、その後忘年会
・12/20 ヒトデプロジェクト第２弾（DV支援ひこばえ・児童施設鐘の鳴る丘） ・1/23 例会・理事会
・1/23 新春初釜、和の文化を知る勉強会 ・1/24 アメリアイアハートデーオンラインセミナー参加

山梨 №1939 /15名
佐藤みつ子会長

・12/7 移動例会 富士急ハイランドリゾート＆スパにて ・きずな会奨学金申し込み確認
・早野組、ネッツトヨタ、協賛金のお願い ・12/8 日本フォスターケア研究大会関東甲信越里親研修会zoom参加（4名）
・1/21 東京Ⅲゾンタクラブ20周年記念卓話zoomにて参加

三重 №1971/28名
丸山淳子会長

・12/19 飯島ADご出席のもと、例会＆お誕生会＆お楽しみ会 in四日市都ホテル
・1/21 例会（オンライン開催）

東京GRACE 
№2012/17名
髙橋真理会長

・12/14日卓話講演会を開催。テーマ「SDGsと女性の生き方について」講師MC Planning代表取締役 薄羽美江様
エリア2AD 飯島百合様の例会訪問をしていただいた。 ・日本国内の支援先の決定をした。支援先: 東京都済生会中
央病院付属乳児院 クリスマスプレゼントとしてヒトデプロジェクト第二弾のお品物をお届けした。
・ヒトデプロジェクト支援先へ古着を送付した。支援先: 京都こども宅食プロジェクト事業部 あだち福祉会。
・1/11 Zoomにて例会開催。認証状伝達式についての話し合いをした。海外への支援先についての話し合いも行った。

クラブ活動報告
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クラブ名

東京I
・2/5 アメリア・イアハート新春サロンコンサート的場サロン（オミクロンの状況次第で開催を検討）
<NEWS> 7/31 東京Iゾンタクラブ創立60周年記念祝賀会 11:00～ 京王プラザホテルエミネンス

横浜
・3/9 ローズディナーコンサート予定。
・4/13 苦難な若い女性の援助をしているBONDプロジェクト橘ジュンさんをお招きしての卓話。

東京Ⅱ ・コロナ禍、オミクロン株により特別な記念行事及びイベントの予定は立ててございません。

松本

・2/11、3/11、4/11 フラワーデモin松本 ・2月例会 会員卓話(奉仕委員会) ・4月例会 会長（アドボカシー委員会）
・2/24、3/17、4/28 信州岩波講座/まつもと実行委員会
・「ローズデーイベント」松本ゾンタクラブはローズデーイベントとして5/22を設定しました。

名古屋
SORA

・2/27 に第22回チャリティービンゴパーティーを開催する予定でしたが、残念ながら延期することになりました。

かながわ

・4/2 東京グレースZC認証伝達式にSOMクラブとして出席予定
<NEWS> ヒトデプロジェクトの2回にわたるこども食堂へのプレゼントは子供達に大変喜ばれ施設から感謝されました。
このような心温まるアドボカシー活動は身近に感じられ効果的だと思います。

横須賀
・2/27 ローズデー料理講習会「さあ、みんなで食べよう！大根と牛乳を」
メニュー（大根とエビの春巻き、大根もち、胡麻酢あえ、白菜のスープ、フルーツ杏仁豆腐）

東京III   

・ローズデー企画（設立20周年記念卓話第6回）Zoomによる卓話 3月9日（水）19時～開催予定
「困難な問題を抱えた女性たちの支援をめざして-婦人保護事業から女性支援法へ」講師：戒能民江氏
・1/21 開催の第5回卓話でお話頂いた秋山氏の医療的ケア児の多機能型デイサービス「Burano」で希望する
商品を右QRコードのAmazonウィッシュリストより選んでご寄付出来ます。ご覧頂き、宜しければお試し下さい。

群馬
・群馬ゾンタクラブ10周年記念企画の開催
・合同例会

山梨
・ヒトデプロジェクトのクリスマスプレゼントのクオカードは、食事支援をしている母子家庭の方にプレゼントしたところ本が買
えると大変喜ばれたとのことです。（クローバー）

三重 ・エリアミーティング開催に向けた準備に取り組んでおります。

東京
GRACE 

・4/2 認証状伝達式11:00-15:00予定 The Okura Tokyoにて。
オミクロン株の拡大が懸念されますが、ご参加を心よりお待ち申し上げております。詳細は２月初めにご案内申し上げます。

イベント開催予定のクラブのみ掲載しています

東京II：12月忘年例会 横浜：クリスマス会

横浜：赤十字感謝状

横浜：みずら訪問

松本：設立記念を祝う会
松本：ヒトデプロジェクト第二弾クリスマスプレゼント

子ども食堂「なみカフェ」

東京III：設立２０周年記念企画第5回卓話

群馬：新春初釜、和の文化を知る勉強会

岐阜：岐阜県庁「国際女性デーライトアップ
の実施のお願い」要望書提出

岐阜：日本児童育成園・ヒトデプロジェクトクリスマスプレゼント


